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アクセシビリティ・ニーズが生み出して
きたイノベーション

者や高齢者を支援する技術の総称である．そのた
め，少数派のための技術と一般に思われがちである
が，そうではない．まずはいくつか具体例を挙げなが
ら，アクセシビリティ技術が秘めている大きな可能性
について紹介したい．

アクセス可能な情報総量

アクセシビリティ技術とは，一言でいえば障がい

指数的に増加する情報量
（イメージ）
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視覚障がい者の持つ情報源の指数爆発

古くは 1800 年代に発明された電話は，Graham

Bell の家族に聴覚障がい者がいたことがきっかけと

年代に登場した音声 Web アクセスだ．1997 年，筆

なり，コミュニケーション手段としての信号技術を模

者らは世界初の実用的な音声 Web ブラウザ製品であ

索していた過程で生み出されたと言われている．また，

る「ホームページ・リーダー」を開発した．この製品

光学文字認識（OCR）技術や音声認識技術も当初は

は世界 11 カ国語に対応し，結果として多くのユーザ

少数派である障がい者を支援する目的で開発された

に使っていただくことができたが，当時ユーザから寄

ものであるが，現在ではさまざまな用途に活用されて

せられたコメントの中に，
「私にとってインターネット

いる．Ford 社や Google 社の自動運転車は全盲のド

は社会に開かれた窓です」というものがあった．情

ライバーが運転できる自動車の実現を究極の目標とし

報にアクセスするということはまさに社会に参加する

ている．

ことにほかならない，という事実に気づかされた出来

このような歴史に残るシステムを開発することは，

事であった．視覚障がい者として，また研究者として

アクセシビリティ研究者にとってのグランド・チャレン

1980 年代から情報アクセシビリティに携わってきた

ジといえるだろう．

筆者は，情報技術（IT）による情報源の拡大をつぶさ
に体験してきた．紙からディジタルへの変化はすべて

情報世界のアクセシビリティから実世界
のアクセシビリティへ

の人に影響を与えてきたが，視覚障がい者に与えたイ
ンパクトはとりわけ大きい．

PC と Web の登場により，目が見えなくても今や多
図 -1 は，視覚障がい者にとっての情報源の急速な
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くのことができるようになったが，できないこともあ

拡大を示している．当初，紙の点字と録音テープし

る．印刷された新聞や本を読む，人の顔を認識する，

かなく，情報源はきわめて限られていた．1980 年代，

ウィンドウ・ショッピングする―これらを行うために

パーソナル・コンピュータ（PC）の登場が最初のイノ

は晴眼者のサポートが必要となる．私たちを取り巻く

ベーションである．点字のディジタル化が進み，情報

世界は複雑で，お店の中や街中など身の回りはあり

源が急速に拡大した．2 番目のイノベーションは 1990

とあらゆる情報にあふれている．その情報量は Web
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上に存在するデータ量の比ではない．しかし，視覚
障がい者はそれらの多くにアクセスできない．お店の

!

中でなるべくカロリーの低いお菓子を探したり，ブテ
ィックで馴染みの店員を探したりするのも一苦労だ．
人々が，そしてすべてのものがネットワークにつなが
ろうとしているこの時代，身の回りの世界すべてを「読

コンピュータ
によるルート検索

クラウドソーシング
によるアノテーション

4 件のレストランがあり
ます．1 件目，居酒屋
山本，評価 3.5．8 割が
好評的なコメント

む」技術を実現できれば，視覚障がい者だけでなく

日本茶は右上

すべての人の生活を一変させる可能性がある．

コグニティブ・アシスタント

コンピュータ
による評判分析

読者諸氏は「光 速エスパー」をご存知だろうか．

図 -2

クラウドソーシング
による自販機購入サポート

スマーター・シティ・コンパニオン

1960 年代に放送された子供番組で，筆者と同年代で
あれば覚えていらっしゃる方も多いと思う．その主人

目的の飲料がどの位置にあるか教えてくれる―この

公の肩の上には，近づいてくる敵から明日のお天気ま

システムでは，さまざまな形で人間の知性とコンピュ

で何でも教えてくれる，
「チカ」という名の小鳥型ロボ

ータの知性を組み合わせている．基本的なルート検

ットが乗っていた．研究者になってから，このチカの

索や口コミ情報のテキスト解析はコンピュータが行う

ことをよく考える．チカは，次世代の実世界インタフェ

が，ルート上の詳細情報の付与や自動販売機のシーン

ースの理想的なモデルとなり得るのではないだろうか．

ではクラウドソーシングを用いる．これらはまだまだ

一言でいうと，それは「私たちの身の回りの物事を

人間の知能を必要としているからだが，認識技術がさ

理解してくれるスマート・マシン」だ．いわゆるビッグ

らに進歩すればある程度はコンピュータで代用できる

データ革命によって，さまざまな技術が進歩しつつあ

ようになるだろう．

る．たとえば，膨大なデータからの機械学習は音声

人間の知性とコンピュータの知性をうまく組み合わ

や画像の認識精度を飛躍的に向上させた．Siri をは

せると，これまでは想像もつかなかった方法で障が

じめとする音声インタフェースがここ数年でついに一

い者や高齢者の Quality of Life（QoL）向上をもたら

般へ普及してきたし，Deep Learning 手法によりこれ

すシステムを作れる可能性がある．機械認識技術や

1）

までにない複雑な画像認識が可能になりつつある ．

クラウドソーシングをはじめとする多分野の横断的な

Wikipedia から知識を学習したコンピュータはクイズ・

協力と努力が必要となるだろう．手始めに，筆者は

2）

チャンピオンに勝利した ．こういった技術を組み合

米国カーネギー・メロン大学に Cognitive Assistance

わせることで，障がい者の感覚を補うスマート・マシン

Lab を設立し，キャンパス内のいくつかの建物（屋内）

を実現できるはずだ．たとえば，目が見えなくてもコ

およびその周辺（屋外）を対象として視覚障がい者ナ

ンピュータの助けを借りて身の回りを理解できるよう

ビゲーション・システムの開発に取り組んでいる．

になる．このような技術を筆者らは「コグニティブ・ア
シスタント」と呼んでいる．
図 -2 は，視覚障がい者の街歩きを支援するコグ

超高齢社会のための IT 研究とダイバーシ
ティ

ニティブ・アシスタントの一例である．目的地までの
ルート上に，横断歩道の長さや交差点の構造など詳

周知の通り，日本の高齢化率は世界で最も高く，

細な付加情報が付けられている．レストランに近付く

すでに総 人口の 4 分の 1 以上が 65 歳以上である．

と評判を簡潔にまとめて伝えてくれる．自動販売機で，

アクセシビリティ技術のユーザはもはや少数派ではな
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い．特に，団塊世代が

65 歳を迎える 2010 年

多様なスキルを持つ人材
分野Aの経験・スキル
分野Bの経験・スキル

代に入り，社会を支え

運動機能
認知機能

る労働人口の減少は深

!

分野Aの経験・スキル
分野Bの経験・スキル
認知機能

シニアB

者 1 人を支える労働人

分野Aの経験・スキル
分野Bの経験・スキル
運動機能

口がわずか 1.3 人と予

認知機能

若年者C

分野Aの経験・スキル
分野Bの経験・スキル
運動機能
認知機能

そこで，筆者らは高
技 術 基 盤 の 開 発 を目

仮想労働者
X

運動機能

る．2060 年 に は 高 齢

齢者のスキルを活かす

遠隔就労
（テレイグジスタンス）

シニアA

刻の度合いを増してい

測されている．

スキルの“合成”を実現する
就労クラウド基盤

!

認知機能アシスト

コンピュータ

図 -3

高齢者クラウド

指し，東京大学と共同
で「高齢者クラウド」というプロジェクトを進めている．

ダイバーシティはアドバンテージである

図 -3 に示すように，個々の高齢者は多彩な経験や知
識を持っている．ただ，身体能力や認知能力は若年

字数の制約から割愛した内容もあるが，筆者は自

者よりも劣っているかもしれない．多様性を持つ高齢

分の経験を通して「ダイバーシティはアドバンテージ

者の力を組み合わせることで，また必要に応じ若年

である」と確信している．筆者にとって目が見えない

者やコンピュータの力を組み込むことで，これまでに

ことは disadvantage ではなく，研究する上での大き

ないハイスキルな 1 人の仮想労働力を生み出す―こ

な助けになっているからである．日本の高齢化も諸外

れが高齢者クラウドのアイディアである．高齢者と活

国からは大変な disadvantage と捉えられているかも

躍の場をマッチングさせるためのスキル分析技術や遠

しれないが，そうではない．日本が世界に超高齢社

隔地で活躍するためのテレプレゼンス技術など多数

会のロール・モデルを示す貴重なチャンスなのである．

の要素技術を含んでいる．

本特集には諸先生方のさまざまな素晴らしい取り組

このプロジェクトの活動を通し，筆者はダイバーシ

みが紹介されているものと思うが，これらは膨大な可

ティの重要性を改めて感じているところだ．いくつか

能性の一端にすぎないともいえる．スマート・マシン

ある観点のうち，1 つ目は年齢のダイバーシティであ

の時代を迎えて，ダイバーシティを活かしたイノベー

る．ほとんどのプロジェクト・メンバは 20 代の学生

ションの輪がさらに大きく広がっていくことを願ってや

と 30 代の研究スタッフであり，筆者は貴重な年長メ

まない．

ンバの 1 人．高齢化に伴う問題を誰よりも深く理解で
きる．2 つ目は障害のダイバーシティ．目が見えない
筆者は，感覚機能を補う IT の活用について一日の長
がある．加齢に伴う機能低下の課題に対し，他のメ
ンバとは異なる観点から意見やアイディアを提供でき
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・
る．3 つ目はジェンダーのダイバーシティ．ワーキング
マザーとしてさまざまな悩みを乗り越えてきた経験が，
男性の多いプロジェクトの中でひときわ役に立ってい
るように実感している．
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